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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部端子を有する蓄電素子と、
　前記蓄電素子の外部端子に電気的に接続されるバスバーと、
　前記バスバーに電気的に接続される導電線と、を備え、
　前記バスバーは、前記蓄電素子の外部端子と接触するバスバー本体を有し、
　前記バスバーと前記導電線との接続部が、前記バスバー本体に設けられ、
　前記バスバー本体は、前記接続部が形成される被接続部と他の部位とを含むと共に、前
記被接続部と前記他の部位とによって構成される端縁と、前記外部端子が接続される一対
の端子接続部と、を有し、
　前記被接続部と前記他の部位とは、前記端縁よりも前記バスバー本体の内側において繋
がり、
　前記バスバー本体には、前記被接続部と前記他の部位との間に切り欠きが設けられ、
　前記切り欠きは、前記バスバー本体において、前記一対の端子接続部の並び方向におけ
る一方の端子接続部から他方の端子接続部までの領域の外側に設けられると共に、前記並
び方向と直交し且つ該バスバー本体に沿った方向において前記端縁から前記一対の端子接
続部の配置位置より手前位置まで延び、
　前記被接続部は、前記バスバー本体において、前記切り欠きに対して前記一対の端子接
続部が設けられている部位と反対側の部位に設けられ、
　前記バスバーは、前記バスバー本体から延びる延設部であって、前記導電線を固定する
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固定部を有する延設部を有し、
　前記延設部は、前記切り欠きの延びる方向と同方向に延びることで前記バスバー本体か
ら突出していることを特徴とする蓄電装置。
【請求項２】
　前記被接続部は、前記延設部と繋がる、請求項１に記載の蓄電装置。
【請求項３】
　前記接続部は、超音波溶接によって形成されている、請求項１又は２に記載の蓄電装置
。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蓄電素子を備える蓄電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気自動車では容量の大きな電源が必要なため、複数の蓄電素子を備えた蓄電装置が用
いられる。この種の蓄電装置は、図１２に示すように、互いに隣り合う蓄電素子１０１の
外部端子１０２同士を導通可能に接続するバスバー１０３を有する。そして、各バスバー
１０３には、蓄電素子１０１の電圧情報、温度情報等を検出するための導電線１０４がそ
の先端に設けられた端子１０５を介してそれぞれ接続されている（特許文献１参照）。こ
の端子１０５は、バスバー１０３と重ねられた状態で外部端子１０２を挿通されてナット
が締め付けられることによりバスバー１０３に固定される板状の端子本体１０６と、端子
本体１０６から延びて導電線１０４が連結される延設部１０７と、を有する。
【０００３】
　近年、蓄電装置１００の軽量化の要請から、導電線１０４の先端に端子１０５を設けず
、溶接によって導電線１０４を、直接、バスバー１０３に接合する場合がある。この場合
、図１３に示すように、バスバー本体１１０（従来のバスバーに相当する部位）からバス
バー本体１１０の配置面方向に延びる延設部１１１を設け、この延設部１１１に導電線１
０４を溶接する。このとき、導電線１０４が自由に動くと、溶接部との境界部位で導電線
１０４が断線し易くなる。このため、通常、延設部１１１には、溶接部近傍の導電線１０
４をかしめ等によって該導電線１０４を固定する導線固定部１１２が設けられている。
【０００４】
　しかし、バスバー１０３Ａに上記のような延設部１１１を設けると、バスバー１０３Ａ
の配置面方向の寸法が大きくなるため、バスバー１０３Ａを設置する際に大きな設置スペ
ースが必要となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－３３７０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明は、導電線が接続されたバスバーの小型化を図ることが可能な蓄電装置
を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る蓄電装置は、
　外部端子を有する蓄電素子と、
　前記蓄電素子の外部端子に電気的に接続されるバスバーと、
　前記バスバーに電気的に接続される導電線と、を備え、
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　前記バスバーは、前記蓄電素子の外部端子と接触するバスバー本体を有し、
　前記バスバーと前記導電線との接続部が、前記バスバー本体に設けられ、
　前記バスバー本体は、前記接続部が形成される被接続部と他の部位とを含むと共に、前
記被接続部と前記他の部位とによって構成される端縁と、前記外部端子が接続される一対
の端子接続部と、を有し、
　前記被接続部と前記他の部位とは、前記端縁よりも前記バスバー本体の内側において繋
がり、
　前記バスバー本体には、前記被接続部と前記他の部位との間に切り欠きが設けられ、
　前記切り欠きは、前記バスバー本体において、前記一対の端子接続部の並び方向におけ
る一方の端子接続部から他方の端子接続部までの領域の外側に設けられると共に、前記並
び方向と直交し且つ該バスバー本体に沿った方向において前記端縁から前記一対の端子接
続部の配置位置より手前位置まで延び、
　前記被接続部は、前記バスバー本体において、前記切り欠きに対して前記一対の端子接
続部が設けられている部位と反対側の部位に設けられ、
　前記バスバーは、前記バスバー本体から延びる延設部であって、前記導電線を固定する
固定部を有する延設部を有し、
　前記延設部は、前記切り欠きの延びる方向と同方向に延びることで前記バスバー本体か
ら突出していることを特徴とする。
 
【０００８】
　かかる構成によれば、被接続部がバスバー本体の外側に設けられる場合に比べ、バスバ
ーの小型化を図ることができる。
　また、かかる構成によれば、バスバー本体において流れる電流量の多い領域（一方の端
子接続部から他方の端子接続部までの領域、即ち、異なる蓄電素子の外部端子間）に切り
欠きが形成されたときのような該領域での断面積（電流流路の流路断面積）の減少がない
ため、切り欠きが設けられていてもバスバー本体の導電性能が維持される。
 
【００１０】
　また、このように延設部が設けられる場合には、接続部がバスバー本体に設けられるこ
とで、延設部に接続部のためのスペースを設けなくてもよいため、延設部を短くでき、こ
れにより、バスバーの小型化を図ることができる。
【００１１】
　この場合、
　前記被接続部は、前記延設部と繋がることが好ましい。
【００１２】
　かかる構成によれば、接続部と、延設部の固定部によって固定された導電線の部位との
間隔が小さくなるため、接続部と固定部との間に位置する導電線がより動き難くなる。こ
のため、接続部の端部等での導電線の断線がより効果的に防がれる。
【００１３】
　尚、超音波溶接では、超音波による振動等が伝搬して接続部以外の部位に歪み等が拡散
し易い。このため、前記接続部が、超音波溶接によって形成されている場合、バスバー本
体の端縁に沿って並ぶ被接続部と他の部位との間に切り欠きが設けられることによって、
被接続部から他の部位への溶接の影響がより効果的に抑えられる。
【００１６】
　また、本発明に係る蓄電装置は、
　外部端子を有する蓄電素子と、
　前記蓄電素子の外部端子に電気的に接続されるバスバーと、
　前記バスバーに電気的に接続される導電線と、を備え、
　前記バスバーは、前記蓄電素子の外部端子と接触するバスバー本体と、前記バスバー本
体から延びる延設部であって、前記導電線と接続される接続部を有する延設部と、を有し
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、
　前記バスバー本体は、前記外部端子が接続される一対の端子接続部を有し、
　前記延設部は、前記一対の端子接続部の並び方向における一方の端子接続部から他方の
端子接続部までの領域の外側において前記バスバー本体と重なる領域に設けられているこ
とを特徴とする。
【００１７】
　かかる構成によれば、バスバー本体と重なる領域に延設部が設けられるため、延設部を
バスバー本体の配置面方向に延ばさなくてもよい。これにより、バスバーの小型化（詳し
くは、延設部が延びているバスバーにおける配置面方向の小型化）を図ることができる。
【００１８】
　また、前記蓄電装置では、
　前記バスバーにおける前記外部端子と接触する面に、前記接続部が設けられてもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　以上より、本発明によれば、導電線が接続されたバスバーの小型化を図ることが可能な
蓄電装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本発明の第一実施形態に係る蓄電装置の斜視図である。
【図２】図２は、同実施形態に係る蓄電装置のバスバーの平面図である。
【図３】図３は、同実施形態に係る蓄電装置のバスバーの側面図である。
【図４】図４は、同実施形態に係る蓄電装置のバスバーの平面図である。
【図５】図５は、同実施形態に係る蓄電装置のバスバーの平面図である。
【図６】図６は、本発明の第二実施形態に係る蓄電装置のバスバーの平面図である。
【図７】図７は、同実施形態に係る蓄電装置のバスバーの側面図である。
【図８】図８は、本発明の他の実施形態に係る蓄電装置のバスバーの平面図である。
【図９】図９は、本発明の他の実施形態に係る蓄電装置のバスバーの平面図である。
【図１０】図１０は、本発明の他の実施形態に係る蓄電装置のバスバーの平面図である。
【図１１】図１１は、本発明の他の実施形態に係る蓄電装置のバスバーの平面図である。
【図１２】図１２は、従来の畜電装置のバスバー周辺を示す平面図である。
【図１３】図１３は、従来の畜電装置のバスバーを示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の蓄電装置の第一及び第二実施形態について、図面を参照しつつ説明する
。尚、本実施形態の各構成部材（各構成要素）の名称は、本実施形態におけるものであり
、背景技術における各構成部材（各構成要素）の名称と異なる場合がある。
【００２２】
　まず、第一実施形態の畜電装置について説明する。
【００２３】
　蓄電装置は、図１に示すように、蓄電素子１と、該蓄電素子１に隣り合うスペーサ２と
、蓄電素子１及びスペーサ２をひとまとめに保持する保持部材３とを備える。
【００２４】
　蓄電素子１は、正極及び負極を含む電極体（図示しない）と、電極体を収容するケース
１０と、該ケース１０の外面上に配置された一対の外部端子１１とを備える。本実施形態
において、外部端子１１には、ナット１１２を螺合させるボルト端子が採用されている。
より具体的には、畜電素子１は、ケースの外面に配置された接続杆１１１であって、電極
対と電気的に接続された接続杆１１１を備える。外部端子１１は、接続杆１１１から外方
に突出している。
【００２５】
　本実施形態に係る蓄電装置は、複数の蓄電素子１を備える。複数の蓄電素子１は、一方
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向に整列する。蓄電装置は、隣り合う二つの蓄電素子１の外部端子１１同士を電気的に接
続するバスバー５と、バスバー５に電気的に接続される導電線９であって、電圧情報等を
管理装置（図示しない、いわゆるＢＭＵ）に伝達する導電線９（図２、図３参照）とを備
える。
　なお、以下の説明において、便宜上、蓄電素子１の整列する方向（第一方向）をＸ軸方
向という。また、蓄電素子１の整列する方向（Ｘ軸方向）と直交する二軸方向のうちの一
つの方向（第二方向）をＹ軸方向といい、残りの一つの方向（第三方向）をＺ軸方向とい
うこととする。これに伴い、図１には、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向、及びＺ軸方向のそれぞれに
対応する直交三軸（座標軸）が補助的に図示されている。
【００２６】
　蓄電装置は、スペーサ２として、二つの蓄電素子１間に配置されるスペーサ２Ａと、複
数の蓄電素子１のうちの最も端にある蓄電素子１に隣り合うスペーサ２Ｂとを備える。ス
ペーサ２は、畜電素子１との間に冷却用の通風路を形成する。
【００２７】
　保持部材３は、最も端にあるスペーサ２Ｂと隣り合って配置される一対の終端部材３０
と、該一対の終端部材３０を接続するフレーム３１とを備える。保持部材３は、終端部材
３０とフレーム３１とによって畜電素子１とスペーサ２とを取り囲み、畜電素子１とスペ
ーサ２とを所定の位置に保持する。
【００２８】
　バスバー５は、導電性を有する材料で形成されている。具体的には、バスバー５は、金
属製である。
【００２９】
　本実施形態において、バスバー５は、図２、図３に示すように、バスバー本体５１と、
延設部５２とを備える。バスバー本体５１は、被接続部５１１と、それ以外の他の部位５
１２とを備える。
【００３０】
　バスバー本体５１は、所望の形状に形成されており、本実施形態では、矩形の板状に形
成されている。バスバー本体５は、第一の面５１８と、該第一の面５１８の反対側の第二
の面５１９とを有する。第一の面５１８は、接続杆１１１に接触する面（部位）である。
【００３１】
　バスバー本体５１は、端縁５１３を有する。当該端縁５１３は、バスバー本体５１の全
体の外郭を構成し、被接続部５１１と他の部位５１２とを囲む。すなわち、端縁５１３は
、被接続部５１１と他の部位５１２とを一括して囲む最も外側の辺である。
【００３２】
　本実施形態では、端縁５１３は、バスバー本体５１の形状に応じて形成されている。こ
こでは、端縁５１３は、四つの辺が繋がることによって構成されている。すなわち端縁５
１３は、第一の辺５１３ａと、これと平行に対向する第二の辺５１３ｂと、第一の辺５１
３ａ及び第二の辺５１３ｂの互いに対向する一端をつなぐ第三の辺５１３ｃと、第一の辺
５１３ａ及び第二の辺５１３ｂの互いに対向する他端をつなぎ、第三の辺５１３ｃと平行
に対向する第四の辺５１４ｄとを含む。
【００３３】
　バスバー本体５１には、切り欠き５１４が設けられている。切り欠き５１４は、第一の
辺５１３ａから第二の辺５１３ｂに向けて、第二の辺５１３ｂまで到達せずに、真っ直ぐ
に延びている。切り欠き５１４は、バスバー本体５１を、導電線９とバスバー５との接続
部５３の形成される被接続部５１１と、該被接部５１１以外の他の部分５１２とに区画す
る。すなわち、切り欠き５１４は、被接続部５１１と、他の部分５１２（バスバー本体５
１における一対の端子接続部５１５の周囲の領域）との間に隙間を形成する。
【００３４】
　被接続部５１１と他の部位５１２とは、端縁５１３よりもバスバー本体５１の内側にお
いて繋がる。具体的には、被接続部５１１と他の部位５１２とは、バスバー本体５１にお
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ける切り欠き５１４よりも第二の辺５１３ｂ側において繋がる。
【００３５】
　被接続部５１１は、バスバー本体５１における第一の辺５１３ａと第三の辺５１３ｃと
の交点を含む角部に配置されている。被接続部５１１は、導電線９が電気的に接続される
領域を有する。具体的には、被接続部５１１には導電線９が電気的に接続され、これによ
って、接続部５３が形成されている。すなわち、バスバー５と導電線９との接続部５３が
バスバー本体５１に設けられている。被接続部５１１と導電線９とは、例えば、被接続部
５１に導電線９の先端（絶縁被膜で覆われていない先端の部位）９１を超音波溶接するこ
とによって電気的に接続される。導電線９の先端９１は、例えば、被接続部５１１の第二
の面５１９上に超音波溶接される。
【００３６】
　被接続部５１１以外の他の部位５１２は、被接続部５１１と連続する有体部分である。
他の部位５１２には、畜電素子１の外部端子１１を接続するための一対の端子接続部５１
５が設けられている。
【００３７】
　切り欠き５１４は、端縁５１３の第一の辺５１３ａから第二の辺５１３ｂに向かって（
内側に向かって）、第一の辺５１３ａと垂直に直線状に延びている。切り欠き５１４は、
端縁５１３に含まれない。
【００３８】
　切り欠き５１４は、図４、図５に示すように、一対の端子接続部５１５の並び方向（図
４、図５の左右方向）における一方の端子接続部５１５から他方の端子接続部５１５まで
の領域５１６よりも外側に配置されている。すなわち、一対の端子接続部５１５は、領域
５１６が切り欠き５１４と重ならないように配置されている。この領域５１６は、各端子
接続部５１５がＸ軸方向に最も長く横切る仮想線５６同士の間の領域である。例えば、図
４に示すように、各端子接続部５１５が円形の場合には、その円形をそれぞれＸ軸方向に
横切る直径と重なる仮想線５６同士の間の領域である。例えば、図５に示すように、各端
子接続部５１５が、４隅を円弧状に面取りされた矩形状である場合には、Ｘ軸方向を最も
長く横切る仮想線同士のうち、他方の端子接続部５１５に最も近い仮想線５６同士の間の
領域である。
【００３９】
　一対の端子接続部５１５は、隣接する二つの畜電素子１の隣接する二つの外部端子１１
のボルト端子に挿入される貫通孔である。一対の端子接続部５１５は、各外部端子１１の
ボルト端子の形状、大きさ及び配置に応じて形成されている。バスバー５は、端子接続部
５１５がボルト端子（外部端子）１１に挿入された状態で、ボルト端子１１にナット１１
２が螺合されることによって、外部端子１１及び接続杆１１１と電気的に接続される。
【００４０】
　延設部５２は、バスバー本体５１の被接続部５１１から、第一の辺５１３ａと垂直な方
向に外側に向かって突出している。延設部５２は、バスバー本体５１と面一である。すな
わち、延設部５２は、切り込み５１４の延びる方向と同方向に被接続部５１１と繋がる。
より具体的には、延設部５２は、第一の辺５１３ａと第三の辺５１３ｃとの交点を含む角
部から、第一の辺５１３ａと垂直に当該第一の辺５１３ａよりも外側に延びている。延設
部５２は、バスバー本体５１と一体に成型されている。ここでは、延設部５２は、矩形状
である。延設部５２は、導電線９を固定する固定部５２１を有する。固定部５２１は、延
設部５２から両外側に突出している一対の突出部５２２が内側に折り曲げられることによ
って、導電線９を固定する。すなわち、導電線９は、当該導電線９の絶縁部（絶縁被膜で
覆われている部位）９２が延設部５２と折り曲げられた突出部５２２とで挟まれることに
よって、延設部５２に固定される。
【００４１】
　バスバー５は、１枚の金属製の板を、バスバー本体５１及び延設部５２が含まれるよう
に、打ち抜くまたは切り取った後、延設部５２の各突出部５２２が折り曲げられることに
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よって形成される。
【００４２】
　バスバー５の導電線９との接続、及び、バスバー５の各畜電素子１への取り付けは、例
えば以下のようにして行う。まず、バスバー本体５１の被接続部５１１に導電線９の先端
９１を超音波溶接する。これにより、接続部５３が形成される。次いで、導電線９の絶縁
部９２を延設部５２に載置し、突出部５２２を折り曲げて導電部９を固定する。次いで、
一対の端子接続部５１５を、隣接する二つの畜電素子１の隣接する二つのボルト端子（外
部端子）１１にそれぞれ挿入し、ボルト端子１１にナット１１２を螺合する。これにより
、バスバー５が各外部端子１１及び接続杆１１１と電気的に接続され、各外部端子１１に
固定される。
【００４３】
　上記の通り、本実施形態の蓄電装置は、外部端子１１を有する蓄電素子１と、蓄電素子
１の外部端子１１に電気的に接続されるバスバー５と、バスバー５に電気的に接続される
導電線９と、を備え、バスバー５は、蓄電素子１の外部端子１１と接触するバスバー本体
５１を有し、バスバー５と導電線９との接続部５３が、バスバー本体５１に設けられ、バ
スバー本体５１は、接続部５３が形成される被接続部５１１と他の部位５１２とを含むと
共に、被接続部５１１と他の部位５１２とによって構成される端縁５１３を有し、被接続
部５１１と他の部位５１２とは、端縁５１３よりもバスバー本体５の内側において繋がり
、バスバー本体５１には、被接続部５１１と他の部位５１２との間に切り欠き５１４が設
けられている。
【００４４】
　かかる構成によれば、被接続部５１１がバスバー本体５１の外側に設けられる場合に比
べ、バスバー５の小型化を図ることができる。また、バスバー本体５１に切り欠き５１４
が設けられているため、導電線９に加わる応力や熱影響が他の部位５１２に拡がることを
抑制できる。
【００４５】
　また、本実施形態の蓄電装置では、バスバー５は、バスバー本体５１から延びる延設部
５２であって、導電線９の絶縁部９２を固定する固定部５２１を有する延設部５２を有し
ている。
【００４６】
　このように延設部５２が設けられ、接続部５３がバスバー本体５１に設けられることに
よって、延設部５２に接続部５３のためのスペースを設けなくてもよいため、延設部５２
を短くできる。これにより、バスバー５の小型化を図ることができる。
【００４７】
　また、本実施形態の蓄電装置では、被接続部５１１は、延設部５２と繋がる。
【００４８】
　かかる構成によれば、接続部５３と、延設部５２の固定部５２１によって固定された導
電線９の部位との間隔が小さくなるため、接続部５３と固定部５２１との間に位置する導
電線９がより動き難くなる。このため、接続部５３の端部等での導電線９の断線がより効
果的に防がれる。
【００４９】
　尚、本実施形態のように、被接続部５１１と導電線９との接続を超音波溶接によって行
う場合では、超音波による振動等が伝搬して接続部５３以外の部位に歪み等が拡散し易い
。このため、接続部５３が、超音波溶接によって形成されている場合、バスバー本体５１
の端縁５１３に沿って並ぶ被接続部５１１と他の部位５１２との間に切り欠き５１４が設
けられることによって、被接続部５１１から他の部位５１２への超音波溶接の影響がより
効果的に抑えられる。
【００５０】
　また、本実施形態の畜電装置では、バスバー本体５１は、外部端子１１が接続される一
対の端子接続部５１５を有し、切り欠き５１４は、バスバー本体５１において、一対の端
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子接続部５１５の並び方向における一方の端子接続部５１５から他方の端子接続部５１５
までの領域５１６の外側に設けられている。
【００５１】
　かかる構成によれば、バスバー本体５１において流れる電流量の多い領域（一方の端子
接続部５１５から他方の端子接続部５１５までの領域５１６、即ち、異なる蓄電素子１の
外部端子１１間）に切り欠き５１４が形成されたときのような該領域５１６での断面積（
電流流路の流路断面積）の減少がないため、切り欠き５１４が設けられていてもバスバー
本体５１の導電性能が維持される。
【００５２】
　次に、第二実施形態の畜電装置について図面を参照しつつ説明する。なお、バスバー５
以外の部材の説明については、第一実施形態の記載を代用する。
【００５３】
　本実施形態の畜電装置は、バスバー５と導電線９との接続部５３が、バスバー本体５１
に設けられていない。その代わりに、接続部５３が延設部５４に設けられ、延設部５４が
バスバー本体５１に重なる領域に設けられている。それ以外は第一実施形態と同様である
。
【００５４】
　具体的には、本実施形態の蓄電装置では、図６、図７に示すように、バスバー５は、バ
スバー本体５と、バスバー本体５から延びる延設部５４であって、導電線９と接続される
接続部５３を有する延設部５４を有する。延設部５４は、バスバー本体５１と重なる領域
に設けられている。
【００５５】
　バスバー本体５１は、第一実施形態と同様、所望の形状に形成されており、本実施形態
では、矩形の板状に形成されている。バスバー本体５は、第一の面５１８と、該第一の面
５１８の反対側の第二の面５１９とを有する。第一の面５１８は、接続杆１１１に接触す
る面（部位）である。
【００５６】
　バスバー本体５１は、第一実施形態と同様、端縁５１３を有する。当該端縁５１３は、
バスバー本体５１の全体の外郭を構成し、被接続部５１１と他の部位５１２とを囲む。す
なわち、端縁５１３は、被接続部５１１と他の部位５１２とを一括して囲む最も外側の辺
である。
【００５７】
　本実施形態では、第一実施形態と同様、端縁５１３は、バスバー本体５１の形状に応じ
て形成されている。ここでは、端縁５１３は、四つの辺が繋がることによって構成されて
いる。すなわち端縁５１３は、第一の辺５１３ａと、これと平行に対向する第二の辺５１
３ｂと、第一の辺５１３ａ及び第二の辺５１３ｂの互いに対向する一端をつなぐ第三の辺
５１３ｃと、第一の辺５１３ａ及び第二の辺５１３ｂの互いに対向する他端をつなぎ、第
三の辺５１３ｃと平行に対向する第四の辺５１４ｄとを含む。
【００５８】
　延設部５４は、バスバー本体５の第一の辺５１３ａの一方の端部から、当該第一の辺５
１３ａと垂直な方向に向かって外側に突出し、且つ、延設部５４がバスバー本体５１の領
域と重なるように折り曲げられている。より具体的には、延設部５４は、第一の辺５１３
ａと第三の辺５１３ｃとの交点を含む角部から、第一の辺５１３ａと垂直に当該第一の辺
５１３ａよりも外側に突出し、且つ、第二の辺５１３ｂに向かって延びるように折り曲げ
られている。延設部５４は、バスバー本体５１と一体に成型されている。延設部５４は、
ここでは、延設部５４は、矩形状である。延設部５４は、バスバー本体５１と略平行に位
置するように折り曲げられている。これにより、接続部５３が設けられる延設部５４と、
バスバー本体５１との間に隙間が形成されている。
【００５９】
　接続部５３は、バスバー５における外部端子１１及び接続杆１１１と接触する第一の面



(9) JP 6426945 B2 2018.11.21

10

20

30

40

50

５１８（延設部５４における第一の面５１８）に設けられている。延設部５４の第一の面
５１８と導電線９の先端９１とが、例えば、超音波溶接によって電気的に接続される。
【００６０】
　本実施形態では、延設部５４は、一対の端子接続部５１５の並び方向における一方の端
子接続部５１５から他方の端子接続部５１５までの領域５１６よりも外側に配置されてい
る（図４、図５参照）。すなわち、一対の端子接続部５１５は、領域５１６が延設部５４
と重ならない位置に配置されている。
【００６１】
　バスバー５は、１枚の金属製の板を、バスバー本体５１及び延設部５４が含まれるよう
に、打ち抜くまたは切り取った後、延設部５４が折り曲げられることによって形成される
。
【００６２】
　バスバー５の導電線９との接続、及び、バスバー５の各畜電素子１への取り付けは、例
えば以下のようにして行う。まず、折り曲げられていない延設部５４の第一の面５１８に
導電線９の先端（絶縁被覆で覆われていない先端の部位）９１を超音波溶接する。これに
より、接続部５３が形成される。次いで、バスバー本体５１に重なり、且つ、延設部５４
とバスバー本体５１との間に隙間が形成されるように延設部５４を折り曲げる。次いで、
一対の端子接続部５１５を、隣接する二つの畜電素子１の隣接する二つのボルト端子（外
部端子）１１に挿入し、ボルト端子１１にナット１１２を螺合する。これにより、バスバ
ー５が各外部端子１１と電気的に接続され、各外部端子１１に固定される。
【００６３】
　本実施形態の蓄電装置は、外部端子１１を有する蓄電素子１と、蓄電素子１の外部端子
１１に電気的に接続されるバスバー５と、バスバー５に電気的に接続される導電線９と、
を備え、バスバー５は、蓄電素子１の外部端子１１と接触するバスバー本体５１と、バス
バー本体５１から延びる延設部５４であって、導電線９と接続される接続部５３を有する
延設部５４と、を有し、延設部５４は、バスバー本体５１と重なる領域に設けられている
。
【００６４】
　かかる構成によれば、バスバー本体５１と重なる領域に延設部５４が設けられるため、
延設部５４をバスバー本体５１の配置面方向に延ばさなくてもよい。これにより、バスバ
ー５の小型化（詳しくは、バスバー５における配置面方向の小型化）を図ることができる
。また、バスバー本体５１と接続部５３が形成される延設部５４との間に隙間が設けられ
ているため、導電線９に加わる応力や熱影響がバスバー本体５１に拡がることを抑制でき
る。
【００６５】
　なお、本発明に係る蓄電装置は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要
旨を逸脱しない範囲において種々変更を行うことは勿論である。
【００６６】
　上記第一実施形態のバスバー５では、導電線９が被接続部５１１に超音波溶接されてい
る。しかしながら、導電線９が被接続部５１１に接続されることができるのであれば、導
電線９と被接続部５１１との接続方法は、特に限定されない。その他例えば、導電線９と
被接続部５１１とが溶接、圧着等によって接続されていてもよい。
【００６７】
　第一実施形態のバスバー５では、一つの切り欠きによって被接続部５１１とその他の部
位５１２との間に隙間が設けられている。これにより、被接続部５１１は、バスバー本体
５１における一対の端子接続部５１５の並び方向の一方の端部に設けられている。しかし
ながら、切り欠き５１４は、被接続部５１１と、当該被接続部５１２以外の他の部位５１
２との間に隙間が形成されることができるのであれば、一つ形成されることに限定されず
、その他、図８に示すように二つ形成されていてもよい。この場合、被接続部５１１は、
二つの切り欠き５１４に挟まれている。すなわち、バスバー本体５１の第一の辺５１３ａ
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と第三の辺５１３ｃとの交点を含む角部と、バスバー本体５１の第一の辺５１３ａと第四
の辺５１３ｄとの交点を含む角部とは、その他の部位５１２に含まれる。
【００６８】
　第一実施形態のバスバー５では、切り欠き５１４が、第一の辺５１３ａから第二の辺５
１３ｂに向かって垂直に直線状に延びるように形成されている。しかしながら、切り欠き
５１４は、被接続部５１１とその他の部位５１２との間に隙間を形成することができるの
であれば、その形状は、特に限定されない。切り欠き５１４の大きさや長さも、特に限定
されない。
【００６９】
　第一実施形態のバスバー５では、切り欠き５１４が、一対の端子接続部５１５の並び方
向における一方の端子接続部５１５から他方の端子接続部５１５までの領域５１６よりも
外側に配置されている（図４、図５参照）。しかしながら、切り欠き５１４は、領域５１
６を内側から外側に跨る位置や、領域５１６よりも内側に配置されていてもよい。
【００７０】
　第一実施形態のバスバー５は、延設部５２を備えているが、他の実施形態では、図９に
示すように、延設部５２を備えないバスバー５を採用してもよい。
【００７１】
　第一実施形態のバスバー５では、延設部５２が被接続部５１１と繋がる位置に配置され
ている。しかしながら、延設部５２の配置は、導電線９の先端９１が被接続部５１１に接
続された状態で導電線９の絶縁部９２を固定することができるのであれば、その配置は特
に限定されない。例えば、図１０に示すように、延設部５２が、被接続部５１１と離れた
位置に配置されてもよい。具体的には、延設部５２が、端縁５１３ａの中間部分、すなわ
ち、第一の辺５１３ａにおける第三の辺５１３ｃ及び第四の辺５１３ｄから内側に離れた
位置に配置されてもよい。延設部５２の大きさや形状も特に限定されない。
【００７２】
　第一実施形態のバスバー５では、延設部５２がバスバー本体５１と平行であり、折り曲
げられていない。しかしながら、延設部５２は、第二実施形態の延設部５４と同様、バス
バー本体５１の領域と重なるように折り曲げられていてもよい。
【００７３】
　第一実施形態のバスバー５では、延設部５２が固定部５２１を有している。しかしなが
ら、延設部５２が固定部５２１を有していなくてもよい。その他、バスバー５における延
設部５２以外の部位が、固定部５２１を有していてもよい。
【００７４】
　第一実施形態のバスバー５では、バスバー本体５が矩形状に形成されている。しかしな
がら、バスバー本体５の形状は、バスバー本体５が被接続部５１１と、その他の部位５１
２と、端縁５１３と、切り欠き５１４と、一対の端子接続部５１５とを有することができ
るのであれば、特に限定されない。
【００７５】
　第一実施形態のバスバー５では、バスバー本体５１と延設部５２とが切り抜きまたは打
ち抜きによって一体に成型されている。しかしながら、その他例えば、バスバー本体５１
と延設部５４とは、別々に切り抜きまたは打ち抜きされた後、溶接されてもよい。
【００７６】
　第一実施形態のバスバー５では、延設部５２と突出部５２２とが切り抜きまたは打ち抜
きによって一体に成型されている。しかしながら、その他例えば、延設部５２と突出部５
２２とが、別々に切り抜きまたは打ち抜きされた後、溶接され、延設部５２に溶接された
突出部５２２が折り曲げられてもよい。
【００７７】
　上記第二実施形態の蓄電装置では、バスバー５の延設部５４における外部端子１１と接
触する第一の面５１８に、接続部５３が設けられている。しかしながら、その他、バスバ
ー５の延設部５４における外部端子１１と接触しない第二の面５１９に、接続部５３が形
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成されていてもよい。
【００７８】
　第一実施形態のバスバー５では、導電線９が延設部５４に超音波溶接されている。しか
しながら、導電線９が延設部５４に接続されることができるのであれば、導電線９と延設
部５４との接続方法は、特に限定されない。その他例えば、導電線９と延設部５４とが溶
接、圧着等によって接続されていてもよい。
【００７９】
　第二実施形態のバスバー５では、延設部５４が、バスバー本体５１の第一の辺５１３ａ
における第三の辺５１３との交点を含む角部（端部）から延設されている。すなわち、第
三の辺５１３ｃと延設部５５の一方の端縁とが繋がっている。しかしながら、延設部５４
の配置は、折り曲げられてカバー本体５と重なる領域に形成されることができれば、第一
の辺５１３ａの中間部分、すなわち、第一の辺５１３ａにおける第三の辺５１３ｃとの交
点及び第四の辺５１３ｄとの交点から内側に離れた位置に形成されていてもよい。
【００８０】
　第二実施形態のバスバー５では、延設部５４は、バスバー本体５１と略平行となるよう
に折り曲げられている。しかしながら、バスバー本体５１と重なる領域に設けられること
ができれば、延設部５４とバスバー本体５１との角度は、特に限定されない。
【００８１】
　第二実施形態のバスバー５では、延設部５４は、一対の端子接続部５１５の並び方向に
おける一方の端子接続部５１５から他方の端子接続部５１５までの領域５１６よりも外側
に配置されている。しかしながら、本実施形態ではバスバー本体５１に切り欠きが設けら
れていないため、延設部５４が設けられる位置によって、領域５１６での断面積（電流流
路の流路断面積）が変化しない。このため、領域５１６での断面積を考慮することなく、
延設部５４の配置を設定し得る。延設部５４の大きさや形状も特に限定されない。
【００８２】
　第二実施形態のバスバー５では、固定部５２１を有する延設部５２が設けられていない
が、第一実施形態で示した図１０と同様に、図１１に示すように、接続部５３が設けられ
る延設部５４とは別に、導電線９を固定する固定部５２１を有する延設部５２が設けられ
ていてもよい。その他、バスバー５における延設部５２以外の部位が、固定部５２１を有
していてもよい。
【００８３】
　第二実施形態のバスバー５では、バスバー本体５が矩形状に形成されている。しかしな
がら、バスバー本体５の形状は、バスバー本体５に延設部５４と、一対の端子接続部５１
５とが設けられることができるのであれば、特に限定されない。
【００８４】
　第二実施形態のバスバー５では、折り曲げられていない延設部５４に導電線９の先端を
接続した後、延設部５４が折り曲げられている。しかしながら、接続部５３が設けられた
延設部５４がバスバー本体５１の領域と重なっていることができれば、接続と折り曲げと
の順序は、特に限定されない。例えば、延設部５４を折り曲げた後、導電線９の先端が延
設部５４に接続されてもよい。
【００８５】
　第二実施形態のバスバー５では、バスバー本体５１と延設部５４とが、切り抜きまたは
打ち抜きによって一体成型されている。しかしながら、その他例えば、バスバー本体５１
と延設部５４とが、別々に切り抜きまたは打ち抜きされた後、溶接され、折り曲げられて
もよい。
【００８６】
　上記第一及び第二実施形態のバスバー５は、外部端子１１同士を接続している。しかし
ながら、バスバー５は、外部端子１１と外部機器とを接続していてもよい。
【００８７】
　第一及び第二実施形態のバスバー５は、各端子接続部５１５が貫通孔であり、該貫通孔
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が各外部端子１１と接続されている。しかしながら、バスバー５は、溶接によって各外部
端子１１と接続されていてもよい。この場合、バスバー本体５１の接続杆１１１と溶接さ
れる部位が、端子接続部５１５となっていてもよく、バスバー本体５１に貫通孔が設けら
れていなくてもよい。
【００８８】
　第一及び第二実施形態のバスバー５では、被接続部５１１と導電線９とが超音波溶接に
よって接続されている。しかしながら、被接続部５１１と導電線９とは、これらが電気的
に接続されることができれば、その他例えば、溶接、圧着等によって接続されていてもよ
い。
【符号の説明】
【００８９】
１：畜電素子、１１：外部端子、２：スペーサ、３：保持部材、５：バスバー、９：導電
線、５１：バスバー本体、５１１：被接続部、５１２：他の部位、５１３：端縁、５１４
：切り欠き、５１５：端子接続部、５１６：領域、５２：延設部、５２１：固定部、５３
：接続部、５４：延設部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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